「ブレンディ®」スティック ひろげよう！みんなの #カフェオレどき
写真投稿キャンペーン
応募規約

■応募期間
2022 年 11 月 11 日（金)10:00～2023 年 1 月 6 日(金)23:59
■賞品/当選人数
・Aladdin X スマートライト型プロジェクター Aladdin Vase（アラジン ベース)/10 名
（Twitter 応募より 5 名、Instagram 応募より 5 名）
・銀座千疋屋 銀座フルーツクーヘン 16 個/50 名
（Twitter 応募より 30 名、Instagram 応募より 20 名）
（Twitter 応募より 35 名、Instagram 応募より 25 名）
■応募方法
Twitter で応募の場合
① 味の素 AGF®が運営する AGF®公式 Twitter アカウント（＠agfcm2）をフォロー
② カフェオレとともに過ごすこころ安らぐひとときを撮影
③ ②の写真とコメントを #カフェオレどき を付けてシェア
Instagram で応募の場合
① 味の素 AGF®が運営する AGF®公式 Instagram アカウント（@agf.jp_official）をフォロ
ー
② カフェオレとともに過ごすこころ安らぐひとときを撮影
③ ②の写真とコメントを #カフェオレどき を付けてシェア
※当選者の個人情報取得後に同一人物による複数アカウントを利用しての重複当選
（Twitter および Instagram 両方による重複当選の場合を含む）が発覚した場合には、個人
情報のご登録が先に完了している応募について当選したものとし、それ以降の当選は無効
とさせていただきます。
※応募いただく際は必ずアカウントの投稿を“公開”にした状態で応募ください。投稿が非
公開の場合は応募とみなされませんのでご注意ください。

＜応募規約＞
■応募条件
・日本国内在住の方であって、賞品のお届け先が日本国内の方。
・13 歳未満(12 歳以下)の方は保護者の方がご応募ください。
・AGF®公式 Twitter アカウント（＠agfcm2）または、AGF®公式 Instagram アカウント
（@agf.jp_official） をフォローしている方。
※アカウントをフォローしていない場合、当選は無効となります。
・キャンペーン期間中に指定されているキャンペーン対象のハッシュタグと、カフェオレま
たはカフェオレとともに過ごすこころ安らぐひとときを撮影、アカウント名を含む Twitter
でのツイートまたは Instagram での投稿をした方。
・キャンペーン期間中に、Twitter または Instagram のアカウントを保有しており、アカウ
ントを公開設定にしている方。
・味の素グループ各社社員及びその関係者でない方。
・本応募規約及び Twitter サービス利用規約・Instagram の 利 用 規 約 に同意して頂ける
方。
■当選発表
・ご応募いただいた中から、選考の上当選者を決定いたします。
・当選された方には AGF®公式 Twitter アカウント（＠agfcm2）または、ＡＧＦ®公式
Instagram アカウント（@agf.jp_official）よりダイレクトメッセージにてご連絡いたします
ので、ダイレクトメッセージを受け取れる設定にしてください。
（2023 年 1 月中旬頃から
順次ご連絡予定）
※やむを得ない事情により予定を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
・当選の発表は、ダイレクトメッセージの通知をもって代えさせていただきます。
・当選賞品の発送に関しては、2023 年 2 月中旬頃を予定しておりますが、諸事情により、
賞品の発送が遅れる場合もございますので、予めご了承ください。
・ダイレクトメッセージを受け取った当選者様には、賞品の配送に必要な当選者様情報をご
登録していただきます。予めご了承ください。
・当選者様情報をご登録いただいた場合であっても、登録情報の不備や転居先不明、長期不
在などにより賞品がお届けできない場合、賞品発送日から 10 日以内にご連絡が無い場合、
当選を無効とさせていただきます。
・当選のダイレクトメッセージ受領後、ダイレクトメッセージ記載の指定期日までに当選者
様情報をご登録いただけない場合は当選を無効とさせていただきますので、予めご了承く
ださい。
・当選結果などに関するお問い合わせにはお応えいたしかねます。予めご了承ください。

■投稿内容（TwitterまたはInstagramのアイコンを含む）の広告利用について
・AGF®公式 Twitter アカウント（＠agfcm2）や AGF®公式 Instagram アカウント（@agf.jp
_official）、をフォローされた方、又はフォローされ本キャンペーンに応募された方の、
Twitter 及び Instagram 上での本キャンペーン及び賞品に関する投稿文言及び画像（アイコ
ン含む）に関する著作物その他の権利は、当該投稿文言及び画像の投稿者に留保されます
が、AGF®では、それらを複製、編集、加工、二次著作物の作成等により、AGF®公式
Web サイトである AGF®Lounge や AGF®公式 Twitter アカウント(@agfcm2)、AGF®公
式 Instagram アカウント（@agf.jp_official）
、
「ブレンディ®」スティック公式 Web サイト
(https://blendy.agf.jp/stick/)、屋外広告、店頭販促物（ポスターやシールなど）に掲載又は
広告利用目的で使用させていただく場合がございます。掲載又は使用に際し、AGF®が投
稿者から個別にご承諾をいただくことや、投稿者に対し何らかの対価をお支払いすること
はございませんので、予めご了承ください。なお、投稿者は、投稿内容に係る著作者人格
権を保有していたとしても、AGF®に対し、当該権利を行使しないものとします。
■注意事項
・Twitter アカウントや Instagram アカウントを非公開にしている場合、投稿を確認するこ
とができないため本キャンペーンには応募できません。
・本キャンペーン期間中に Twitter や Instagram のアカウント名を変更、非公開に設定ま
たは削除した場合は、当選のご連絡を差し上げることができないため本キャンペーンで当
選された場合も無効となります。
・本キャンペーンは Twitter, Inc.社及び Meta Platforms, Inc.社の提供・協賛によるもので
はありません。投稿者は、Twitter, Inc.社及び Meta Platforms, Inc.社の定める利用規約を
遵守するものとし、自己の責任において本キャンペーンへ応募するものとします。本キャ
ンペーンへの投稿に起因するアカウントの制限または凍結に関して AGF®は一切の責任を
負いかねますので、予めご了承ください。
・以下のいずれかに該当すると本キャンペーン事務局が判断した投稿は、応募対象外となる
場合がありますのでご注意ください。なお、判断理由については一切開示いたしません。
①他企業ロゴ等の映り込み、他サイトや他媒体からの画像転載、許可のない人物やキャ
ラクター等の映り込み、その他投稿に第三者の許諾が必要であるにもかかわらず、当該第
三者に無断で使用しているおそれのあるもの。
②投稿テーマの内容と合っていないもの、公序良俗に反しているもの、第三者の権利を
侵害するものまたはそのおそれのあるもの。
③上記の他、本キャンペーン事務局が不適切であると判断したもの。
・キャンペーンのご応募などに必要な通信料等は、お客様のご負担となります。
・お使いいただいているパソコンの環境、また一部のスマートフォンではご応募いただけな

い場合がございます。
・本キャンペーンへの応募は、賞品のお届け先、お住まいが日本国内の方に限らせていただ
きます。
・配送地域、天候、交通状況、お客様がご不在の場合など、賞品のお届けに遅れが生じる場
合もございます。
・賞品の交換・換金・返品の要請にはお応えできません。また賞品受領の権利の譲渡等はで
きません。
・以下のいずれかに該当する場合、応募及び当選権利は無効とさせていただきます。
・事務局からの連絡が不到達の場合
・事務局からの連絡に対し、期日までに返信いただけない場合
・応募者の住所が不明、連絡不能等の理由により、賞品、当選通知及び当選書類のお届けが
出来ない場合
・事務局が定める応募規約を満たさない場合
・本キャンペーンへの応募にあたり、不正行為（※）が発覚した場合
※不正行為とは、同一人物による複数アカウントでの連続応募、SNS のアカウントやメー
ルアドレスを不正に取得したり、大量に取得したりする行為、名前やメールアドレスその他
の情報を偽って応募・登録したりする行為などをさします
・本キャンペーンは、やむを得ない事情により中止または内容・賞品等が変更となる場合が
ございますので、予めご了承ください。
・本応募規約は予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
・応募条件となっている AGF®公式 Twitter アカウント（＠agfcm2）
や AGF®公式 Instagram
アカウント（@agf.jp_official）をフォローしていない場合や、短時間にフォローとフォロー
解除を繰り返した場合はダイレクトメッセージをお送りすることができませんので、選考
の対象外となります。ご注意ください。
・Twitter または Instagram が提供するサービスのメンテナンスや不具合、応募者の利用す
る通信端末や通信業者の提供するサービスの不具合などにより、本キャンペーンへの応募
が行えない場合や情報漏洩その他の損害が応募者や第三者に発生した場合、AGF®は責任を
負いかねます。
・本キャンペーンについてのツイートを含む応募者の Twitter 及び Instagram 上での投稿
内容やこれに関わる応募者及び第三者間のトラブルについては、AGF®は責任を負いかねま
す。
■個人情報の取り扱いについて
・お預かりしました個人情報は AGF®及び業務委託先にて厳正に管理し、当選のご連絡、賞
品の発送、賞品の発送に伴う連絡のための利用及び、個人を特定しない統計などのマーケテ
ィング目的で使用し、賞品発送完了後一定期間を置いて破棄いたします。また、個人情報を

お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません(法令な
どにより開示・提供を求められた場合を除く)。その他お客様の個人情報の取り扱いにつき
ましては、AGF®のプライバシーポリシー（http://www.agf.co.jp/privacy.html）をご覧くだ
さい。なお、ご入力いただきます個人情報は､セキュリティ保護のため、SSL による暗号化
通信を行っております。
■お問い合わせ窓口
AGF®キャンペーン事務局
お問い合わせはこちらからお願いします。
agf-cp@agf.jp
受付期間：2022 年 11 月 11 日(金) ～ 2023 年 3 月 31 日(金)
土・日・祝日、年末年始 2022 年 12 月 27 日（火）～2023 年 1 月 4 日（水）を除く午前 10
時～午後 5 時
※ご返答は 2～3 日かかる場合がありますので、予めご了承ください。
※当選結果などに関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。予めご了承ください。

